
教員の保有学位 （平成29年5月1日　現在）

学　部 学    科 職 氏    名 カ  ナ 保有学位

大学 学長 清水  潔 ｼﾐｽﾞ ｷﾖｼ 博士（法律学）（乙法第六号）　京都産業大学

大学院 特別教授 櫻井  治男 ｻｸﾗｲ ﾊﾙｵ 博士（宗教学）（文乙第134号）　國學院大學

大学院 特命教授 毛利　正守 ﾓｳﾘ ﾏｻﾓﾘ 文学博士（大阪市立大学第2497号）　

文学部 神道学科 教授 加茂  正典 ｶﾓ ﾏｻﾉﾘ 博士（文化史学）（論文博士乙第192号）　同志社大学

文学部 神道学科 教授 河野　訓 ｶﾜﾉ ｻﾄｼ 博士(文学) (第14756号) 　東京大学

文学部 神道学科 教授 菅野　覚明 ｶﾝﾉ　ｶｸﾐｮｳ 文学修士　東京大学

文学部 神道学科 特別教授 白山  芳太郎 ｼﾗﾔﾏ ﾖｼﾀﾛｳ 博士（文学）（論文博第4号）　皇學館大学

文学部 神道学科 教授 松本　丘 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｶｼ 博士（文学）（論文博第19号）　皇學館大学

文学部 神道学科 准教授 板東　洋介 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｳｽｹ 博士（文学）　東京大学

文学部 神道学科 助手 田井　健治 ﾀｲ ｹﾝｼﾞ 修士（文学）（第343号）　皇學館大学

文学部 国文学科 教授 大島　信生 ｵｵｼﾏ ﾉﾌﾞｵ 博士（文学）（博論第145号）　奈良女子大学

文学部 国文学科 教授 齋藤　平 ｻｲﾄｳ ﾀｲﾗ 文学修士　皇學館大学　

文学部 国文学科 教授 中川　照将 ﾅｶｶﾞﾜ ﾃﾙﾏｻ 博士(文学・第15098号) 　大阪大学

文学部 国文学科 特別教授 半田  美永 ﾊﾝﾀﾞ ﾖｼﾅｶﾞ 博士（文学）（論文博第9号）　皇學館大学

文学部 国文学科 教授 深津  睦夫 ﾌｶﾂ ﾑﾂｵ 博士（文学）（論文博第123号）　名古屋大学

文学部 国文学科 准教授 岡野  裕行 ｵｶﾉ ﾋﾛﾕｷ 博士（学術）　筑波大学

文学部 国文学科 准教授 上小倉　一志 ｶﾐｺｸﾗ　ﾋﾄｼ 修士（芸術学）（修甲第6349号）　 筑波大学

文学部 国文学科 准教授 松下　道信 ﾏﾂｼﾀ ﾐﾁﾉﾌﾞ 博士（文学）（博人社第731号）　東京大学

文学部 国文学科 助教 小堀　洋平 ｺﾎﾞﾘ ﾖｳﾍｲ 博士（文学）　早稲田大学

文学部 国史学科 特別教授 上野  秀治 ｳｴﾉ ﾋﾃﾞﾊﾙ 文学修士　学習院大学

文学部 国史学科 准教授 遠藤  慶太 ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 大阪市立大学　博士（文学）

文学部 国史学科 教授 岡野  友彦 ｵｶﾉ ﾄﾓﾋｺ 博士（歴史学）（文乙第191号）　國學院大學

文学部 国史学科 教授 田浦　雅徳 ﾀｳﾗ ﾏｻﾉﾘ 博士（文学）（博人社第170号）　東京大学

文学部 国史学科 教授 松浦　光修 ﾏﾂｳﾗ ﾐﾂﾉﾌﾞ 博士（神道学）（文乙第187号）　國學院大學

文学部 国史学科 准教授 多田　實道 ﾀﾀﾞ ｼﾞﾂﾄﾞｳ 修士（文学）　皇學館大学／修士(文学) 　愛知学院大学

文学部 国史学科 准教授 谷口　裕信 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾋﾛﾉﾌﾞ 博士（文学）（博人社第527号）　東京大学

文学部 国史学科 准教授 堀内　淳一 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｭﾝｲﾁ 博士（文学）（博人文第928号）　東京大学

文学部 コミュニケーション学科 教授 児玉  玲子 ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｺ 文学修士（第542号）　名古屋大学

文学部 コミュニケーション学科 教授 張　磊 ﾁｮｳ ﾗｲ 博士（工学）（第147号）　名古屋工業大学

文学部 コミュニケーション学科 教授 外山  秀一 ﾄﾔﾏ ｼｭｳｲﾁ 博士（文学　立命館大学）（博乙第441号）

文学部 コミュニケーション学科 教授 豊住　誠 ﾄﾖｽﾞﾐ ﾏｺﾄ 教育学修士（教育学）　兵庫教育大学

文学部 コミュニケーション学科 教授 芳賀　康朗 ﾊｶﾞ ﾔｽｱｷ 博士（心理学）（文博第37号）　名古屋大学

文学部 コミュニケーション学科 教授 山田  やす子 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽｺ 文学修士（第208号）　南山大学

文学部 コミュニケーション学科 准教授 クリストファー・メイヨー ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾒｲﾖｰ Doctor of Philosophy プリンストン大学

文学部 コミュニケーション学科 准教授 川村　一代　　 ｶﾜﾑﾗ ｶｽﾞﾖ 英語教育学修士　ミシガン州立大学　

文学部 コミュニケーション学科 助教 川島　一晃 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞｱｷ 臨床心理学修士　名古屋大学　

文学部 コミュニケーション学科 助教 桐村　喬 ｷﾘﾑﾗ ﾀｶｼ 博士（文学）　立命館大学

教育学部 教育学科 教授 大杉　成喜 ｵｵｽｷﾞ ﾅﾘｷ 博士（学校教育学）　兵庫教育大学

教育学部 教育学科 教授 小木曽　一之 ｵｷﾞｿ ｶｽﾞﾕｷ Ph.D.（The Doctor of Sport Sciences）　University of Jyvaskyla

教育学部 教育学科 教授 加藤　茂外次 ｶﾄｳ ﾓﾄｼﾞ 芸術学修士　愛知県立芸術大学 

教育学部 教育学科 教授 叶  俊文 ｶﾉｳ ﾄｼﾌﾐ 体育学修士　筑波大学

教育学部 教育学科 教授 小孫　康平 ｺﾏｺﾞ ﾔｽﾋﾗ 博士(学術)　東北学院大学/博士（経済学）（第795号）立命館大学　

教育学部 教育学科 教授 駒田　聡子 ｺﾏﾀﾞ ｱｷｺ 博士（医学）（甲第417号）　三重大学

教育学部 教育学科 教授 杉野　裕子 ｽｷﾞﾉ ﾕｳｺ 博士（教育学）　愛知教育大学/静岡大学

教育学部 教育学科 教授 中松　豊 ﾅｶﾏﾂ ﾕﾀｶ 博士（農学）（名古屋大学）（学位記番号農博第789号）　

教育学部 教育学科 教授 中村　哲夫 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂｵ 体育学修士　筑波大学

教育学部 教育学科 特命教授 深草  正博 ﾌｶｸｻ ﾏｻﾋﾛ 文学修士　東京教育大学　

教育学部 教育学科 教授 吉田　直樹 ﾖｼﾀﾞ ﾅｵｷ 教育学修士　兵庫教育大学／文学修士　広島大学

教育学部 教育学科 教授 渡邉　賢二 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼﾞ 博士（心理学）（博第134号）　名古屋大学

教育学部 教育学科 准教授 秋元　雅仁 ｱｷﾓﾄ ﾏｻﾋﾄ 博士（教育学）　広島大学

教育学部 教育学科 准教授 市田　敏之 ｲﾁﾀﾞ ﾄｼﾕｷ 修士（教育学）（第17318号）　広島大学

教育学部 教育学科 准教授 井上　兼一 ｲﾉｳｴ　ｹﾝｲﾁ 修士（教育学）（教修第295号） 三重大学

教育学部 教育学科 准教授 梶　美保 ｶｼﾞ ﾐﾎ 社会科学修士　三重大学

教育学部 教育学科 准教授 片山　靖富 ｶﾀﾔﾏ ﾔｽﾄﾐ 博士（スポーツ医学）（第4389号）　筑波大学

教育学部 教育学科 准教授 高橋　摩衣子 ﾀｶﾊｼ ﾏｲｺ 修士（音楽）　東京藝術大学

教育学部 教育学科 准教授 中條　敦仁 ﾁｭｳｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 博士（文学）（甲第2号）　皇學館大学

教育学部 教育学科 准教授 元塚　敏彦 ﾓﾄﾂﾞｶ ﾄｼﾋｺ 修士（教育学）　奈良教育大学

教育学部 教育学科 准教授 山本　智子 ﾔﾏﾓﾄ ｻﾄｺ 修士（教育学）　京都教育大学

教育学部 教育学科 准教授 吉田　明弘 ﾖｼﾀﾞ　ｱｷﾋﾛ 修士（学校教育学）（修第2534号）　兵庫教育大学

教育学部 教育学科 准教授 渡邉　　毅 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾖｼ

教育学部 教育学科 講師 野々垣　明子 ﾉﾉｶﾞｷ ｱｷｺ 修士（教育学）（第113号）　山梨大学

教育学部 教育学科 助教 小幡　章子 ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳｺ 博士（学術）（博甲第16号）　ノートルダム清心女子大学

教育学部 教育学科 助教 佐藤　武尊 ｻﾄｳ　ﾀｹﾙ 修士（体育学）　筑波大学

教育学部 教育学科 助手 鈴木　幸枝 ｽｽﾞｷ ﾕｷｴ

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 鵜沼　憲晴 ｳﾇﾏ ﾉﾘﾊﾙ 博士（社会福祉学）（乙第13号）日本福祉大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 笠原　正嗣 ｶｻﾊﾗ ﾏｻｼ 経済学修士　同志社大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 特命教授 岸川　政之 ｷｼｶﾜ ﾏｻﾕｷ

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 筒井  琢磨 ﾂﾂｲ ﾀｸﾏ 文学修士（京都大学）

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 富永　健 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀｹｼ 法学修士　京都産業大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 新田  均 ﾆｯﾀ ﾋﾄｼ 博士（神道学）（文乙第146号）　國學院大學　

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 橋本  雅之 ﾊｼﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 博士（文学）（博論第131号）　奈良女子大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 教授 山路　克文 ﾔﾏｼﾞ　ｶﾂﾌﾐ 社会学修士　東洋大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 大井　智香子 ｵｵｲ ﾁｶｺ 福祉マネジメント学修士（第0018号）　日本福祉大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 岩崎　正彌 ｲﾜｻｷ ﾏｻﾔ 工学修士（第212号）　早稲田大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 榎本　悠孝 ｴﾉﾓﾄ　ﾋﾛﾀｶ 大阪市立大学　修士（学術）

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 遠藤  司 ｴﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ 政治学修士　同志社大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 関根  薫 ｾｷﾈ ｶｵﾙ 修士（社会学）（第101号）　龍谷大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 准教授 藤井　恭子 ﾌｼﾞｲ ｷｮｳｺ 博士（学術）（第107号）　奈良女子大学

現代日本社会学部 現代日本社会学科 助教 灰谷　和代 ﾊｲﾀﾆ ｶｽﾞﾖ 社会福祉学修士　聖隷クリストファー大学

研究開発推進センター 教授 荊木  美行 ｲﾊﾞﾗｷ ﾖｼﾕｷ 博士（文学）　愛知学院大学　文乙第4号

研究開発推進センター 教授 岡田　芳幸 ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 文学修士　皇學館大学

研究開発推進センター 准教授 大平  和典 ｵｵﾋﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 博士（文学）（乙第25号）　皇學館大学

研究開発推進センター 助教 佐野　真人 ｻﾉ ﾏｻﾄ 修士（文学）（第293号）　皇學館大学

研究開発推進センター 助手 小林　郁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 修士（文学）　皇學館大学

教育開発センター 准教授 板井  正斉 ｲﾀｲ ﾏｻﾅﾘ 修士（文学）（第187号）　皇學館大学

教育開発センター 特命准教授 近藤　玲介 ｺﾝﾄﾞｳ ﾚｲｽｹ 博士（地理学）　明治大学

教育開発センター 特命准教授 千田　良仁 ｾﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ 農学修士　京都大学

教育開発センター 助教 池山　敦 ｲｹﾔﾏ ｱﾂｼ

教育開発センター 助教 濵畑　靜香 ﾊﾏﾊﾞﾀ ｼｽﾞｶ 博士（日本語学・日本語教育学）（博第4号）　名古屋外国語大学


